
公益社団法人新潟県畜産協会認定・畜産安心ブランド生産農場 

   
クリーンミルク生産農場 ７７戸 令和２年１月２０日現在 

認定 

番号 
農   場   名 農 場 住 所 

2 池田酪農舎 南魚沼市 

3 フォレストファーム 新潟市秋葉区 

7 BAYLEAF HOLSTEINS  阿賀野市 

8 尾田 牧場 新発田市 

9 小野 牧場 新発田市 

10 (株)神田 酪農 阿賀野市 

12 森 牧場 阿賀野市 

13 ロイアルヒル  ホルスタインズ  ファーム 新潟市江南区 

14 本間 敏明 佐渡市 

15 （農）新栄舎牧場 佐渡市 

17 加藤興清 農場 北蒲原郡聖籠町 

18 小柳 (ｵｷﾞｺﾔ) 牧場 新発田市 

19 胎内 畜産団地 胎内市 

20 中野 農場 新発田市 

21 広川 農場 長岡市 

23 
新潟大学農学部附属フィールド科学 

教育研究センター 村松ステーション 
五泉市 

24 新井田 牧場 新潟市秋葉区 

25 レッド ルーフ ホルスタイン ファーム 新潟市江南区 

26 (株) Ｍｏ ｉｍ ｏ ｉ ファーム 新潟市南区 



認定 

番号 
農   場   名 農 場 住 所 

27 中川 農場 新潟市江南区 

28 二野宮 農場 新潟市江南区 

29 村佐喜 農場 三条市 

30 五十嵐 牧場 阿賀野市 

31 神田裕幸 牧場 阿賀野市 

32 長谷川ファーム 新発田市 

33 諸橋 牧場 長岡市 

34 穂苅 牧場 糸魚川市 

35 金子 知樹 佐渡市 

36 藤原 美昭 佐渡市 

37 西野 弥重子 佐渡市 

41 今井酪農園 加茂市 

42 酒井 牧場 五泉市 

46 新潟県農業大学校 新潟市西蒲区 

47 めおと牧場 新発田市 

48 波多野 義之 新発田市 

49 (有)桜井牧場 魚沼市 

50 鎌田 邦治 佐渡市 

51 外内 和久 佐渡市 

52 佐藤 牧場 三条市 

53 長谷川 耕栄 五泉市 



認定 

番号 
農   場   名 農 場 住 所 

54 新潟県農業総合研究所畜産研究センター 三条市 

55 白山 酪農 阿賀野市 

56 井上 牧場 新発田市 

57 鈴木 牧場 十日町市 

59 三和牛乳 上越市三和区 

61 ㈲フジタファーム 新潟市西蒲区 

62 豊郷牧場 中魚沼郡津南町 

63 本間 靖芳 佐渡市 

64 星野 芳弘 新発田市 

65 信田 和彦 佐渡市 

66 高野 幸則 佐渡市 

67 廣嶋牧場 見附市 

68 南澤牧場 岩船郡関川村 

69 芦ヶ崎乳用牛舎柿崎農場 中魚沼郡津南町 

71 角坂牧場 糸魚川市 

72 今井牧場 加茂市 

73 加藤牧場 五泉市 

74 佐藤藤一牧場 新潟市江南区 

75 A・B・E 牧場 新発田市 

76 （農）松田牧場 新発田市 

77 水落農場 十日町市 

78 阿部酪農 南魚沼市 

79 ㈱小澤牧場 南魚沼市 



認定 

番号 
農   場   名 農 場 住 所 

81 野口農場 上越市 

82 武藤農場 上越市柿崎区 

84 田中牧場 燕市 

85 田巻牧場 燕市 

86 樋浦 健一 新潟市西蒲区 

87 藤田牧場 新潟市西蒲区 

88 成田 秀一 新潟市西蒲区 

89 宮野牧場 新発田市 

90 緒形畜産 胎内市 

91 福崎酪農 十日町市 

94 若月ファーム 新潟市秋葉区 

95 江部 富夫 柏崎市 

96 木下 保 上越市 

97 江部牧場 柏崎市 

 


